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フル・ トレーラーの動特性
Dynamic　property　of　Full・Trailer

中　　川　　　　斉＊

　Tadashi　NAKAGAWA

　　　　　　　　1．　ま　え　が　き

　本年5月には東名高速道路も全通し日本においても高

速道路輸送が本格的な段階を迎え，大型および超大型の

連結車両の存在が注目されている．連結車両で現在主に

使用されているのはセミ・トレーラー一と図1のごときフ

ル・トレーラーであるが，海外事情をみるとアメリカで

は道路幅が広く輸送単位も大きいことからセミ・トレー

ラ・一一・・が主に使用され，ヨーnッパでは道路幅も狭く輸送

単位も小さいことが多いことからフル・トレーラーが主

に使用されている．

トレーラー　　　ドリー トラクター

　　　　　ターンテーブル　　　トーピン

　　　　　　　　　　　図1

　日本においても現在は主にセミ・トレーラーが使用さ

れているが，ヨーロッパと同様な理由から追々主力はフ

ル・トレーラーに移行するものと思われる．

　ここではこのフル・トレーラーの高速走行上での問題

であるトレーラー部分がトラクターに対して連結点回り

に振れる横振動問題等安定性の問題およびフル・トレー

ラーとしての特性とトレーラーを取去ったトラックとし

ての特性の比較等をし，また激しく制動をかけた時に連

結点回りにトラクターとトレーラーが折れまがるジャッ

ク・ナイフ運動について非線型式を導き出し計算機上で

シミュレートした。

　　　2．　安定性検討のための線型運動方程式

　記号を図2のごとくにして自由度を①トラクター横速

度y，②トラクター・ヨー角Ψ’，③ドリー・トラクタ

ー相対ヨー角Ψ4，④トレーラー・トラクター相対ヨー

角Ψに取って力およびモーメントの関係を線型化して

方程式を作成すると次のごとくなる．

　m、lhtg＋｛（1ノ＋1・，）c・一（1ノー1のc2｝V／v＋A，w，

　　＋｛mtlh／7十1ノ（1ノ十1，ノ）Cl十lr’（1，t－lh’）c2｝9if　，／　V

　　－f1T，一（lf「＋1，’）c・β・

　mlア9＋c419／v－｛A＋mlf（1・’＋lc＋le＋lf）｝IP’、

　　＋｛m．　lfV－c41（lht＋1。＋le＋1）／v｝T、－mlf（1、

　　＋le）聾＋｛f・－C41（1、＋le）／V｝聾一（A＋mlf2）T

　　－（　　　　　c412！2＋）ψ一・・1T・一・

x

速　　報

Wr（mt）．％（Md），　w

（m）：トラクター，　ド

リー，トレーラーの量

重（質量）

A，，・Ad，・A：同じく慣

性モ’一メント

P、，P、，P、，P、：各軸荷重

c、，・c、，c、，c、・：各軸コー

ナリング・パワ

前進速度Vはトラク
ター中心線方向に一一定

　　　　　　　　　　　　　　y

　　　　　　　　　　図2
（M、＋Md＋m）9＋（・・＋C2＋C3＋C4）y／V－｛Md（1・’＋lc）

＋m・（1・’＋1・＋le＋lf）｝州伽柳・柳）v

＋’ノC’一’・’C2－　（1，十lht）63－（1，’十lc十le十1）C4 pψS

一｛m・1・＋m（幅職一｛ldC3＋（言＋z判軌

顯鋤吻一Q磁一のβ

一臨綴＋le）｝9－’dC3＋（lc十le磨j1’Pt＋｛ん

　＋mdlc（1，ノ十le）十〃（lc＋le）（lht＋lc＋1。＋1／）｝砂‘

一〔｛m（lc＋1・）＋m・1・｝v

1’（1’＋1’t）c3＋　（lc＋ Q）（lht＋lc＋le＋の6羽

＋｛ん＋m・1・2＋m・（1・＋1・）・・｝・Zif・d＋｛！・＋f2

＋’d2C3＋（lc十le）2C4 pPtd＋1・C・q・＋ml・（1・＋le）ザ

＋陣3）Z°4一塵＋（le＋le）c・Ψ一・

（1）
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　　　　　　　　3．定　常状態
動的安定については特性式の解がその性質を示すので

4章で述べることとしてここでは静的安定を考える，

　図3のごとく半径Rの定常円旋回を行なっているフ

ル・トレーラーを考える（（1）でg＝Ψ，＝聾訂聾＝T
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＝・＝T・－O）．この際のトラクター前輪実舵角βに対するト

ラクターヨー角速度凱の関係を荷重の関係を代入して

整理すると

　　　　　　　　　　　v
　　　　ψt　　　　lノ’十lrt
　　　　万寓1＋（Pl　P2CI　　C2）（〃￥》），　（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　みかけ上トラクタ

21巻・8号（1969．8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生産　研究

速報IIIIIIIItM川lllllllllllllllllllllllllll｝Illlllltllillllll川Ml酬lllllHHIIillllllHlllllllrHIIIr川llltllllllllllltrl川ITI！lllHll川川IMIMIIIHUI：llll川llllll！1川川川llll川llUIUIIIIIIIMIMIl

　　　　　　　図3

より速度の増加した時にP・／c・－P2／e2美0に応じて回転

半径が増加，不変，減少する．

　次に軌，Tについての解で図3のθおよびθdを

示すと

　　　　θ。．．2・．Vl’i　θ＿＆ヱL2

　　　　　　‘3gR　　　　‘4　gR

　θdおよびθが小さい程横振動を抑える動きが強いこ

とになる．（すなわちダンピングがよく効いている，）そ

こで横振動を起こしにくく安定なフル・トレーラーを作

る目標としては（静的に方向安定であれば動的にも方向

安定であるから）（1）P，／c，－P2／c2→大，（皿）P3／c3→

小，（皿）P4／C4→小とすることがあげられる．以上より

最も重要なパラメータとしては（1）（皿）（皿）すべてに

影響するターンテー一…ブル位置，ドリー車軸間距離leが

あげられる．また各パラメーターの安定性に及ぼす影響

は（1）（皿）（皿）に及ぼす影響のとおりである．

　　　　一・一単体の場合と同

　　　　一な形になる．
こ養行方向（ただしP，，P、

　　　　にはトレーラー部

　　　　分の影響が加わる

　　　　場合がある．）（2）

4．　特性式および特性根

m
O5　
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①②③④⑤

i）i

　の

離
　←0　　4

一一 Q．0　　　　－1．0

　　実部（1／sec）

図4　開ル「・プ系特性根軌跡

　ハンドル固定

で走行中のフ

ル・トレーラー

が横風等の外乱

を受けた後の安

定性は（1）の

特性式A・－Oの

根（特性根）の

正負によって判

別できる．

　その他舵固定

ではなく人間が

操舵する場合を

近藤の仮定によ

り車よりLm前

li茎織
　　　　方の偏差を検出

虚部
　（rad／sec）して実舵角にフ
4．0

　　　　　イードバックす

　　　　　るモデルでの安

＆o

A

⑤
、恥

　　　一ao
　実部（1！8ec）

　　　図5　閉ループ系特性根軌跡

には3章で示した，定常状態の場合の影響とほぼ合致す

る．

　ここでは1・－lcとして代表的なパラメータ・一一一であるド

リー車軸とターン・テーブル位置のオフセット量1，を

例にとり開ループの場合を図4に閉ループの場合を図5

に示す．

　実用されている一般のフル・トレーラー一．の各パラメー

ターの数値を見ると1，　＝O，1。－1．でん＝O，！1－！2

＝・Oとみなせる．またA≒mlflrと考えて特性方程式A

をMatrixの形のまま整理すると近似的に因数分解でき

て次式のごとくなる．

∠一・・
k（A・m・1・・－A・m・ld）・・

定性を運動方程

式（1）を座標

変換しかつ閉ル

ープ系としてそ

の特性式の根よ

り判別する．以

上の二とおりの

場合についての

各ノX°ラメー一タPt

の影響を数値的

に解くと定性的

＋｛ん（1ノ＋1・’）c・一（1ノー1ゐ’　　　　　　　　　　　v）‘2－A・1・‘・妾‘・

一m，1・’－u’2c’＋”2c2｝・†4／qラ”Q（m・V

＋’ノC’ a‘2ン・一（‘1＋C2）（’・傷＋（・k2C・）匂

・｛（A＋mlf・）s・＋聖・＋c・ll

×｛（mS’＋md）1・S・＋『争・＋c・｝

　関係するパラメーターより第1項はトラクター系，第

2項はドリー一系，第3項はトレーラー系の特性式と推定

できる．実際にトラクター単体の場合の系の特性式と第

1項を比較すると第1項での一一部のみが異なる．これ

はトレーラー一を連結したことによりトラクター側に表わ

れる影響と考えられる．以上よりトレーラーのトラクタ

ーに対する干渉をさらに小さくするには一・－A一部の絶対値

が小さくなるように1，を大きく，んおよびlh，を小
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スリップ・アングル

T

　F
コーナリング・フォース

（＋制動カー駆動力）

　　　　　　　図6

さくすればよいことがわかる．

　　　5．ハンドリング特性、t．　　　トレ＿ラ＿トラクタ＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Osec
　フル・トレーラーとトラクター単体　　　　　　　一写断方向

で普通のトラックとして走行させた場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図8
合のハンドリング特性の比較を開ルー

プの場合と閉ルー一プの場合とについて計算機上で走行シ

ミュレーションをする．まず開ループの場合はまったく

同一な軌跡を画くような種々の運動……車線変更，直線

走行から定常円旋回に移る運動等……を軌跡を入力とし

て（コース入力）行なわせてその際の実舵角等の比較を　トレーラートラクター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一進行方向
し，また両方ともに同じフィード・バックを設けた場合

について（閉ループ系）車線変更，折線乗移り等を行な

わせた場合の挙動を比較すると開ループの場合および閉

ループの場合とも，二つの特性の問に木きな差はなかっ

た．すなわち線形範囲内でゆるやかな運動の場合にはフ

ル・トレーラーとトラクター単体の場合とではハンドリ

ング特性に差は出てこないと考えてよい．

　　　　　　6．　ジャック・ナイフ運動

　フル・トレーラー等連続車両の制動時の問題であるジ

ャックナイフ運動解析のためには5章までの線型理論で

はシミュレート不可能である，そこでトラクター中心線

方向速度を可変として新しく自由度にとって非線型5自

由度運動方程式を作成する．

　ただしタイヤカは飽和領域まで考え下記のように仮定

する．

　（1）　対地（転動）摩擦係数μは荷重Pの大きさに

よらず一定．

　（2）　対地タイヤカはDm、。　＝＝　PtP以下

F　
凸

曽一曹曹，一一一曽幽 竏齬H薗富一一一

1

8

1 i

1

1

1

α
m

コーナリング・フオーズ

　ノ　’
／

／

’

＼、

_
F（a）＼、

丁制動μP

t＝o秒でステップ状に左へ0．02radの実舵を加え
t＝1秒で制動が始まる
初速度＝15m／sec

　　　　　　　制欝1．52・・

駆動

7，5

　6．5

　5．5

トラクタ後輪のみをロックするまで制動したとき

t＝O秒でステップ状に左へ0．02radの実舵を加え

t＝1秒で制動が始まる
初速度＝15m／sec

タイヤ・スリップアングル

　　　　　　　図7

　　制動開始
　　　1．00．5

4．5

°5

　2　2

図9　トラクター空荷でトレーラーが満載

　　（トラクター前後輪超過制動）

　（3）　タイヤ横力の最大値Lは図7のごとく

　　　　L一レ／Dmax2－T2

　タイヤ横力の飽和するスリップ・アングルをαmとす

ると，スリップ・アングルαでのタイヤ横力は

　　　　F一含而結四＠轟）

　この非線型式により超過制動で完全にスリップするタ

イヤがある時の運動をシミュレートして3つの場合を例

にとり図8～図10に示す．（初速度15m／secで直線走行

中にステップ的に0．02radの実舵角を切って1秒後に

制動をかけた場合．）

　ただし図9，図10でプレー一キ配分はトラクター，トレ

ーラーとも満載状態の時に適正となるような配分で制動

力は油圧ブレーキの場合油圧がマクシマム，1／2となる

ような制動．　　　　　　　　　　（1969年5月31日受理）

t＝0秒でステップ状に左へ0．02　radの実舵を加え
t・・1秒で制動が始まる
初速度　：15m／sec

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．5
　　　　　　　　　　0，5sec　　　　　　　　　　　　　　制動開始

図10　トラクター満載でトレーラーが空荷（ドリー輪

3．　544．55

トレーラ輪が超過制動）

雪川川川IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIMIIIIHII川lllllll川1闘ll睦IIIM川川lll川IMIIMIIIII闘IHHIIIIMHtM田IIIIIIIfillllllllllll田Nllll川llllll川lllMll川IIIHIIIHMIIIHIIIilllll川llllllllltllllll”llllllt翻111111111田川IIIIIIIMIH剛llllt1閥ll11MI擁ll

33


